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　暴力追放相談員と民事暴力担当の弁
護士が待機し、みなさんからの暴力団等
に関するお困り事、お悩み事の相談に
応じる「民暴特別相談日」を開設します。
暴力団等から不当な要求や嫌がらせが
あったら、迷わずご相談ください。相談
料は無料、秘密は厳守されます。
相談日時　毎月第１・第３水曜日
　　　　　（休日、祝日を除く）
　　　　　13時 30分～16時
相談方法　面談、電話、メール
相談先　県暴力追放運動推進センター
　　　　（福岡市博多区吉塚）
問 福岡県暴力追放運動推進センター
☎092 ｰ651 ｰ8938
soudan@fukuoka-boutui.or.jp

　不妊、更年期障害、そのほか女性の
心身の健康に関する相談を行います。
対象者　不妊、更年期、月経不順等に
関する相談や女性の心身の健康に関す
る相談を希望する人。（相談料無料）
相談日　毎月第３水曜日
　　　　13時 30分～15時 30分
場所　鞍手保健福祉環境事務所
問 鞍手保健福祉環境事務所　
　☎0949 ｰ22 ｰ3412

　交通事故、詐欺、おどしなどの犯罪
の被害にあい、警察や検察庁に訴えた
けれど、検察官がその事件を起訴してく
れない。このような不満をお持ちの人は
検察審査会にご相談ください。相談料
は無料、秘密は厳守されます。
　検察審査会では、選挙権を有する一
般国民の中から「くじ」で選ばれた11
人の審査員が、検察官が事件を起訴し
なかったことの「よしあし」を審査しま
す。あなたがもし審査員に選ばれた時は
ご協力をお願いします。
問 田川検察審査会事務局
 　☎42 ｰ0163

一次試験　７月１日日
試験会場　田川支部（田川自治会館内）
受験資格　昭和 32 年４月２日以降に
生まれた人。介護支援専門員実務研修
受講資格試験合格者、保健師、看護師、
准看護師、介護福祉士、社会福祉士の
いずれかの資格を有する人で、自動車
による調査活動が可能な人。
採用期間　19年８月～20年３月末
申込受付　６月 11日月～ 22日金
9時～ 17時（土曜・日曜を除く）
詳細はお問い合わせください。
問 福岡県介護保険広域連合
　 田川支部　☎49 ｰ1093

出演　陸上自衛隊第8音楽隊
　　　飯塚駐屯地音楽部
（ゲスト出演：東鷹高等学校吹奏楽部）
日時　６月14日木19時～
場所　田川文化センター　
入場　無料（整理券が必要です）
整理券配置場所　福智町役場、
田川市役所、田川商工会議所
問 飯塚駐屯地広報室
　 ☎ 0948 ｰ22 ｰ7651

　宴会の舞台は沿線の風景、平成筑豊
鉄道の貸切列車をご利用ください。
　納涼列車・ビール列車・各種会議・
集いなど、企画しだいで楽しみ方もいろ
いろ。ご希望にあわせた貸切車両プラ
ンをご用意いたしますので、まずはお気
軽にご相談ください。
貸切料金　１両 ６万円（税込）
走行時間　約３時間
　　　　　伊田線・田川線往復
　　　　　（テーブル・カラオケ付き）
乗車人員　42人（最大50人乗車可）
※ 飲み物や食べ物などは、お客様でお  
　 持ち込みください。
問 平成筑豊鉄道株式会社
 　☎ 22 ｰ1000

６月16日土は司法書士による特別相
談を実施します。
❶日時  ６月 ２日土10時～15時
　会場　赤池コスモス保健センター
❷日時  ６月 ９日土10時～15時
　会場　方城福祉会館
❸日時  ６月16日土10時～15時
　会場　金田社会福祉センター
問 社会福祉協議会　☎22 ｰ 6631

昼間　６月19日火・７月３日火13時
～15時　夜間　６月12日火・６月26
日火・７月10日火・７月24日火18
時30分～20時 30分
申し込み方法　予約制・先着順
場所　クローバープラザ（春日市）
問 福岡県母子寡婦福祉連合会
　 ☎ 092 ｰ584 ｰ3922

内容　精神保健福祉上の問題に対して、
適切な相談・助言などを行います。
日時  毎月第２火曜日・10時～
　　  毎月第４金曜日・14時～
場所 田川保健福祉環境事務所（要予約）
問 田川保健福祉環境事務所保健福祉課
　 ☎ 42 ｰ9307

対象者　３歳～６歳までの就学前のお
子さんについて、心身の発達に不安や
悩みをお持ちの保護者。
日時　７月22日日 ９時 30分～16時
　　　（田川市民会館）
　　　７月29日日 ９時 30分～16時
　　　（筑豊教育事務所）
受付期限　６月25日月
申し込み先　福智町教育委員会
　　　　　　学校教育課  ☎ 28 ｰ2119
問 福岡県教育庁筑豊教育事務所相談室
　 ☎ 0948 ｰ25 ｰ2603

　30歳代の人を対象とした国家公務員
中途採用者選考試験を実施します。
受験資格　昭和42年４月２日～
昭和53年４月１日生まれの人
受付期間　６月26日火～７月３日火
問 人事院九州事務局第二課試験係
　 ☎ 092 ｰ431 ｰ7733

  臨時職員の採用登録名簿を作成し、こ
の名簿から配属する職場状況、登録者
経験などを考慮して採用します。一般事
務、保育士、調理員、土木技術員、看
護師、保健師など随時申込受付中です。
対象　18歳～50歳
申し込み場所　役場総務課人事係
申し込み書類　履歴書（郵送可）
問 役場総務課人事係  ☎ 22ｰ0555

区分　２等陸・海・空士（男子）
資格  18 歳以上27歳未満の人
受付期限　６月14日木
試験場所　陸上自衛隊久留米駐屯地  
試験日　６月16日土
募集人員　若干名
入隊時期　７月下旬
問 自衛隊飯塚地域事務所  
 　☎ 0948 ｰ22 ｰ4847

　福岡県および看護協会では、保健・
医療・福祉施設への就業希望者を対象
に合同面談会を開催します。医療施設
が就業希望者と直接面談を行います。
福祉人材センターやハローワークとの
面談、求人情報コーナーもあります。
開催日時　７月27日金 13時～ 16時
会場　ナースプラザ福岡（福岡市東区）
申し込み問い合わせ先
福岡県看護協会福岡県ナースセンター
☎092 ｰ631 ｰ1221

上野焼の16窯元が満を持して表現した
約100点の多様な作品が展示されます。
期間　６月14日木～17日日
会場　アクロス福岡 ２階 匠ギャラリー
問 上野焼協同組合事務局 ☎ 28 ｰ5864

日時　６月 ８日金9時～10時
会場　福智町本庁舎
日時　６月11日月13時～14時
会場　福智町方城支所
日時　６月11日月 15時～16時
会場　福智町赤池支所
問 役場福祉課福祉係  ☎ 22 ｰ 7763

日時　６月18日月10時～16時
会場　田川市役所（市民課）
問 福岡県交通事故相談所　
    ☎ 092ｰ622ｰ0403

内容　思春期の子を持つ親や関係者に
適切な相談・助言の援助を行います。
日時  毎月第２・４木曜日13時～15時
場所　田川保健福祉環境事務所
問 田川保健福祉環境事務所保健福祉課
　 ☎ 42 ｰ9307

福岡県巡回交通事故相談
福岡県交通事故相談所

補聴器相談を行います
福智町役場福祉課福祉係

心配ごと相談
福智町社会福祉協議会

福智町臨時職員登録受付
福智町役場総務課人事係

　赤池町商工会の10店舗が連
携して商品を無料配達するアス
ネット主催の清掃登山が５月20
日に行われました。26人が参加
し、白雲ライン・鷹取山・福智
山を徒歩で清掃。軽トラック１
台分のゴミが集められました。

　４月18日から23日まで上野
焼陶芸館のギャラリー陶で「三
彩会・青陽会展」が開かれました。
19人の会員による49点の油絵・
水彩画が会場に並び、訪れた約
500人の目を和ませていました。

　ヨーロッパ北東部の国、リト
アニアからブジナウスキエネ・
エレオノラさんがはるばる慶寿
園を訪れました。皆川ヨ子さん
の日常生活など、長寿の秘けつ
に触れ、感激した様子でした。

弁護士による無料法律相談
福岡県母子寡婦福祉連合会

心の健康相談
田川保健福祉環境事務所

思春期相談
田川保健福祉環境事務所

国家公務員中途採用者選考試験
人事院九州事務局第二課試験係

貸切列車をご利用ください
平成筑豊鉄道株式会社

５回目の福智山清掃登山
アスネット（アカイケ・ショッピング・ネットワーク）

和洋多彩な絵画展
三彩会・青陽会

リトアニアからの訪問
世界最高齢者・皆川ヨ子さんを訪ねて

介護保険嘱託員の採用
福岡県介護保険広域連合田川支部

自衛官採用試験
自衛隊福岡地方協力本部

看護職求人求職合同面談
福岡県看護協会

市民と自衛隊音楽の夕べ
飯塚駐屯地広報室

心と体の発達教育相談
福岡県教育庁筑豊教育事務所

女性の健康相談
鞍手保健福祉環境事務所

民暴特別相談日開設
福岡県暴力追放運動推進センター

ごぞんじですか検察審査会
田川検察審査会事務局

上野焼秀作展
上野焼協同組合
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